
平成２８年度第２次補正予算　小規模事業者持続化補助金
＜追加公募分＞
採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

鳥取県 株式会社ル・シェル 5270001006948 新規客獲得のための外観整備・体験設備の強化！

鳥取県 Ｋｉｉｔｏｓ － お客様へのクレーム対応と「Ｋｉｉｔｏｓ」規模拡大整備事業

島根県 平野醤油醸造元 － 女性をターゲットにしたおしゃれな新商品開発に伴う広告宣伝事業

島根県 ｃｈｕｍ！ － 店内改装による高級感の演出とオリジナル商品開発

島根県 鷹匠鍼灸院 － 往診治療サービス導入にともなう設備導入と広告宣伝

島根県 有限会社銘板センター山陰 5280002002334 「樹脂の高透明度・精密研磨加工」の販路開拓と、生産体制の確立

島根県 Ｔｉｍｅコレクション － 単一農園の茶葉のみで作る自社オリジナル紅茶ＴｏＰ販路拡大事業

島根県 有限会社パンェブール 8280002001746 食卓に集まろう！　まちのパン屋のおもてなし

島根県 有限会社マルカイ 8280002002224 おいしい海苔をお客様に直接！良質・良心価格の本物海苔直販

島根県 株式会社ＳＷＩＦＴ 5020001115336 ドローンの普及促進に向けた店舗オープンと体験会

島根県 ゆうきネット山陰 － 事務所内に販売スペースを開設して新たなお客様を取り込む

島根県 いち花 － 養蜂家も私も喜ぶ、お金にならないハチミツの商品化と販路開拓

島根県 出雲ステーションホテル有限会社 4280002005189 ウォシュレット完結事業

島根県 株式会社フォーシンク 9280001006076 ＣＭ動画を用いたＨＰアクセス強化による販路開拓事業

島根県 株式会社藤原木材産業 3280001003384 「木の家」で街並みと風景を作る、動機付け営業ツール作成事業

島根県 有限会社スタジオナウ 9280002005614 一眼レフ動画撮影サービスの開始による販路開拓

島根県 ピッツァエイト － 卸売販売参入のための冷凍ピザ製造機器導入による販路開拓事業

島根県 マシューアンマリラ － 店舗側面看板と照明の設置による訴求力強化と販路開拓

島根県 むらくもパン酵母 － 小規模培養加工技術による製パン用「梅花酵母」の販路開拓

島根県 伊藤畳店 － 専用加工機を用いた高品質縁なし畳の製造・販売

島根県 竹崎鍼灸整骨院 － 運動器エコーで検査を行うことによる収益体質の改善

島根県 株式会社岡田屋本店 4280001004984
首都圏、九州へのアプローチ、インバウンド向け商品提案による販路開拓事
業

島根県 株式会社右田本店 7280001005146 高価格帯商品に集中した販路開拓事業

島根県 後長写真館 － ドローンを使った空撮サービス展開とロケーション撮影で売上拡大

島根県 有限会社マルヨシ 2280002007798 「マルヨシの惣菜」を情報発信強化によるブランド構築で売上拡大

島根県 和田木工所 － やさしい曲線加工機整備による高齢者へ対応力強化事業

島根県 有限会社三谷屋 2280002007807 新燻製蒲鉾と新商品による販路開拓事業

島根県 有限会社サザンクロス 9280002007610 お墓見守り代行サービスの展開とＩＴの活用で受注拡大

岡山県 株式会社田岡仏壇店 1260001003917 仏事に関する新サービス事業の開始に伴うホームページの開設

岡山県 株式会社ケルン 2260001023583 新作湿式陶板による新たな顧客層の獲得事業

岡山県 株式会社ブックランドあきば 2260001005904
雑誌の全国送料無料、定期配送サービスによる新たなＢｔｏＢ展開で販路開
拓

岡山県 麺家じょーだん － 餃子専用地ビールの開発による餃子専門店のブランディング

岡山県 ラーメン一八 － 店舗周知集客の為の看板設置と店内環境改善による来店促進

岡山県 Ｐｒｉｖａｔｅ　Ｓａｌｏｎ　Ａｚｕ － 体質改善に特化したメニュー展開と異国情緒溢れる雰囲気作り

岡山県 ｇｒｉｃｏ　ａｐａｒｔ － 「女子会」に特化した新メニュー開発によりコース需要を取り込む

岡山県 かわた塾 － 母子家庭や共働き世帯への教育サービスを提供するための販路拡大

岡山県 株式会社アークコストマネジメント 8260001010700 Ｗｅｂを活用した建築積算・見積業務特化会社の顧客開拓事業

岡山県 ｋｏｋａ － ファッション感度の高い人々が集う「場」づくりを通じた新規客獲得策

岡山県 株式会社Ｐｏｏｄｏｃｋ 5260001027920 ペットケア講座新サービスの販売促進
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岡山県 株式会社マルワ電化 5260001006379 動画活用及びＨＰリニューアル等による二世帯リフォームの販路拡大

岡山県 ニコニコキッチンさんさん － ランチメニューの絞り込みと団体需要の取り込みによる販路開拓

岡山県 アトリエ興譲文庫 － 「母子手帳」が「親から子へのラブレター」として上製本に甦る

岡山県 松原徹音楽事務所 － 高齢者・障碍者に特化したメニュー開発による経営基盤の安定

岡山県 株式会社つるの玉子本舗 2260001004451 季節限定の独創的な新商品を開発する。

岡山県 株式会社大林商店 6260001001486 提案営業力強化と新規顧客の受注獲得力を高めるＷＥＢサイトの構築

岡山県 カレーナナ － 真空包装による新しいテイクアウト売上の拡大

岡山県 株式会社ｕ 1260001028823 うどん作りのこだわりを知らせるホームページ制作

岡山県 株式会社立身 7260001023273 ＷＥＢを活用した鮨屋オリジナル調味料の販売による販路開拓

岡山県 ヤマオカオート有限会社 6260002015659 プロ・上級者向けに特化した店舗作りによる販路開拓

岡山県 ボディケア＆ストレッチ　ＫＡＩＺＥＮ － 若年女性をターゲットとした新設メニューによる、販路開拓の展開

岡山県 絵画修復工房ＹｅＹ － ホットテーブルの開発による油彩画修復作業効率化と販路開拓

岡山県 株式会社横山工房 5260001010612 発達障害・ダウン症児の家庭向け療育用学習机・いすの開発と販売促進

岡山県 ＢＢＡ（ＢＡＲＢＥＲ　ＡＯＫＩ） － お洒落なカフェ併設の理容室開設用のウエブとカウンター設置

岡山県 ＣＲＥＡＴＩＶＥ　ＯＲＣＡ － 自社先進技術実験スペースの公開・レンタル事業化

岡山県 合資会社芸舎 8260003000220 「内祝ギフトネット販売」

岡山県 ＧｒａｎｄＪｅｔｅ（グランジュテ） － 「いつまでも美しくいたいと願う女性を応援するサロン」の実現

岡山県 からだ×リフォーム専門Ｇｒｅｅｎ＆Ｂｏｄｙ － 姿勢と栄養を活用し地域の健康支援の為の事業

岡山県 株式会社シファカ 9260001023973 ホームページリニューアルによる弊社小売部門ＰＲ強化事業

岡山県 プライベートネイルサロン　ＡＰＰＬＥ － 新サービス提供と快適な空間作りで客単価向上と新規客開拓を図る

岡山県 米澤塗装工業株式会社 2260001027907 一般住宅・リフォーム事業介入に伴うＰＲ及び設備導入による販拡

岡山県 株式会社木村ワールド 7260001023224 自然栽培米のブランド力強化推進事業

岡山県 有限会社弥生商会 9260002020191 副産物を活用した端材提供サービスの開始による販路開拓事業

岡山県 らーめん食楽 － 世界一辛い唐辛子を使用したラーメン魔王のＰＲによる販路拡大

岡山県 倉敷野菜染研究所 － 首都圏への販売強化及びホームページリニューアルによる売上拡大

岡山県 アマキカメラ － 新たに動画の撮影及び制作サービスを提供し、売上増加を図る

岡山県 株式会社中国エアーサービス 1260001029004 岡山県内の農業者をターゲットとしたドローン普及計画

岡山県 有限会社ばんこく津山 4260002029149 新商品『津山珈琲物語』とデザイン開発によるギフト強化・小売拡大

岡山県 株式会社コレクター 8260001028775 衣料・ブランド品に特化したリサイクルショップの集客促進事業

岡山県 川崎造景園 － プロの庭師が提案するフェイクグリーン専門通販サイトの販売促進

岡山県 ＣＨＯＲＤＥＲ（コーダー） － 岡山県産の織物製帽子のオリジナルブランドで売上増加を図る。

岡山県 株式会社豊島屋 4260001014069 会社、主力商品のリブランディングによる知名度向上と新規顧客獲得

岡山県 株式会社アラキ 2260001022148 玉野おそうじミュージアムへの改装を活かした販路開拓事業

岡山県 有限会社オーシーファーム 2260002032889 看板を活用！新規顧客に知ってもらうためのプロモーション事業

岡山県 ＬＯＬ　ＣＡＦＥ － 本格的なカフェメニューの充実化と情報発信での販路拡大事業

岡山県 有限会社神原スクリーン 5260002017391 こだわり派！繊維製造業向けシルクスクリーンの販売計画

岡山県 株式会社エム・サプライ 9260001027875 岡山県産の桃を使った加工品の販路拡大事業

岡山県 ｃａｆｅ　ｄｅ　ｂｌａｎｃ － お客様の想いを形にするオーダーメイド家具のプロモーション事業

岡山県 有限会社岡田造園 2260002017106 危険木伐採サービス「危険木伐採１１０番」の販売開始
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岡山県 ＴＣＢ株式会社 3260001023392 工場のファクトリーショップ化による自社児島デニムの販路拡大

岡山県 焼肉　琉花 － “超少臭の追求”のための本格焼肉店の新メニュー開発とＰＲ

岡山県 ＨＩＧＨ－ＲＯＣＫ － アメカジを愉しむアメリカン・ガレージ空間創りによる店舗差別化

岡山県 株式会社浦上染料店 6260001012582 高精度染色・縫製サンプル整備による正確で迅速な意思決定の提供

岡山県 有限会社信和 2260002018921 倉敷ブランドの新商品開発と地元の味の継承

岡山県 株式会社岡南計測 9160001011583 ドローンと３Ｄレーザースキャナーによる測量サービスの販路拡大

岡山県 まるみ屋 － 老舗専門店が行うオリジナル刺繍でオリジナルギフト事業の展開

岡山県 第八白兎 － 魚買取ＰＲによる他社との差別化でリピート客の獲得

岡山県 スタジオＭ － ジーンズから＋バッグへ、後継者が行う「デニムの聖地」販促事業

岡山県 株式会社福屋本店 5260001018317 家具から介護福祉用品へ、少子高齢化への対応と事業承継

岡山県 モードプランニング　タニモト － 下請けからアパレルメーカーへ、オリジナルブランドの販売促進

岡山県 有限会社茶堂 8260002025763 地元の特産品「デニム」を活かした雛人形の販路開拓

岡山県 有限会社大森商事 3260002026717 コールドフルーツ　アイスクリームブレンダー導入で販路開拓

岡山県 日本貿易産業株式会社 6260001018919 展示場の動線を整備し、産業観光で新しい雛人形の売上増加を図る

岡山県 パティスリー　マ・ジェール － 地元特産品を活用した新商品の地域特化型販売促進の実施

岡山県 ザ・ミンガリング・ダイナー － ソーシャルネットワークを活用した新サービスの発信で売上拡大

岡山県 有限会社オオスミ 1260002023534 ネット販売強化による都市圏の新規顧客獲得

岡山県 総社土地開発株式会社 5260001015941 子育て世代に向けたフリーペーパー発行による新規顧客の取り組み

岡山県 株式会社ハッピーキャリー 7260001027761 健康意識の高いペットユーザーに向けた自社オリジナル商品の販売促進

岡山県 有限会社トータルインテリア・ウエキ 5260002027259 高齢者向けリフォームの新規顧客および、リピーター顧客の獲得

岡山県 株式会社ＴＷＯ－ＳＥＮ 7260001019362 地域特産品を使用したオリジナル新商品の販路拡大事業

広島県 株式会社廣友 4240001010061 店舗看板の掛替えによる認知度向上及びリピート客増大の実現

広島県 達磨オルゴールミュージック株式会社 1240001046570 認知症予防効果のあるオルゴール新商品のインターネット販売

広島県 有限会社ミドリ園 5240002016214 自社オリジナル商品の本格的な海外展開にむけた展示会への出展

広島県 有限会社広亭タナカ 7240002005735 ＥＣ通販での売上を増加させるための準備と認知・売上拡大施策

広島県 株式会社福々庵 4240001044514
カープ福まんじゅうのセット販売パッケージ開発と専用ブランドサイトの立ち
上げ

広島県 鮮魚たけみつ － 真空調理を利用した総菜等の開発、販売

広島県 株式会社黒焼 3240001043888 急増する来広外国人へのアプローチと満足度向上のための広報戦略

広島県 有限会社伸陽電化設備 2240002007991 ＬＥＤ化対応の推進提案による新規顧客開拓事業

広島県 有限会社ミーナ 5240002015967 新カラー素材を用いた顧客若年齢化による販路拡大事業

広島県 ＺＥＮＡ － エイジングケア！ヘアダメージレスへの拘りを追求したサービス

広島県 クレーデヘアーズ井口 － 美容効果のあるヘッドスパの開発・販路開拓

広島県 株式会社ＭＥＤＩＡＳ 3240001046874 次世代パノラマ・サービスの販路拡大による提案型企業への転換

広島県 株式会社サイズプランニング 8240001042027 前２輪・後１輪トライク構造電動アシスト自転車の販売

広島県 コンジュ・ソマン － 在日外国人の風習を尊重した葬儀の施行と葬儀後のケア事業

広島県 株式会社高山清 3240001003297 漆の工房で伝統技術活かした新商品開発と製作と工芸品等の広報活動

広島県 並木通り　しろがね － 広島食材のみを使用した当店オリジナルの「魚の味噌」の販売

広島県 株式会社人財コンサルティング 5240001025430 金融・金銭教育用ＨＰ並びに法人向け財務相談用販促ツールの製作

広島県 株式会社エヌ・スタイル 1240001019353 老人介護施設等への訪問販売『移動ブティック』の拡大
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広島県 有限会社輝屋 2240002010979 有限会社輝屋の事業継承を視野に新規顧客向けての販売促進

広島県 レッカー　バロン － 尾道産の新鮮な果物を使ったドライフルーツの量産化、販路開拓

広島県 マッサージハウスふっとまーく － 新店舗開設に伴う広告宣伝及び情報発信による新規顧客の取り込み

広島県 美髪庁おくはら － オリジナルヘアケア商品と新シャンプー設備を使用した販路開拓

広島県 有限会社セカンドグリッド 1240002050811 新ブランド「海賊茶」の周知活動と食べるお茶へのコラボ商品開発

広島県 有限会社沖元水産 2240002032395 牡蠣小売の本格展開に向けた新規顧客と既存顧客への周知事業

広島県 くぼ整体院 － 口コミサイトにＨＰを掲載してロイヤルカスタマーの獲得率向上

広島県 有限会社池原建設 5240002039297 ホームページ及び専用パンフレット作成による販売促進

広島県 有限会社シップペイント藤田 7240002044320 顧客ターゲットを絞ったネット集客の顧客増大

広島県
有限会社カフェ・コンディトライ・シューベ
ルト

1240002040044 「福山ならではの土産」のＰＲ活動と外観改装

広島県 寺岡製畳 － 円滑な事業承継に向けた営業基盤の強化事業

広島県 有限会社ＰＡＸ－ＡＳＩＡＮ 5240002054263 自社ブランド「銀マジックソックス」の販路開拓事業

広島県 鶏そば　なんきち － 減塩ラーメンの開発による販路開拓

広島県 はるのんｃａｆｅ － 三原のランドーマークとなり、認知度と売上向上の実現

広島県 奥田自動車ボデー － 新サービス導入による新規顧客開拓で地域オンリーワン整備工場！

広島県 株式会社まじま製麺 9240001039798 八割そば開発とネット等による販路開拓と商品ＰＲ

広島県 カケエ・コーポレーション有限会社 7240002046738 酒造メーカーへの営業活動とホームページ再構築による販路拡大

広島県 株式会社大盛センイ 4240001034291 デジタルサイネージを活用した提案型の期間限定店舗の展開

広島県 パナックくわだ － 地域密着電器店お困りごと解決サービスＰＲとおもてなし空間整備

広島県 ＶｕｌｃａＣａｆｅ（バルカカフェ） － 工房開設でワッフル製造強化による販路拡大事業

広島県 株式会社川廣 3250001011828 新しい材質のカキ収集容器の導入による販路開拓事業

広島県 有限会社ノエビア大竹栄 7240001028539 「炭酸ボディケア」の新エステメニュー導入による新規顧客開拓

広島県 株式会社ムライ 9240001028537 建築士と商談が行える専用ルーム設置による販路拡大事業

広島県 晏里株式会社 8240001029313 利用者開拓に必要なフェンス設置による安全な環境づくり事業

広島県 サロンド・モア － 未就学児、外国人への環境整備及び認知度アップによる顧客獲得事業

広島県 麦ばたけ － 一度訪れたらまた行きたくなるお店づくりとお店魅力発信事業

広島県 株式会社田宮事務器 4240001028467 地域随一の文具店の集客強化事業

広島県 有限会社長岡米店 6240002037713 新事業の積極的ＰＲとネット販売システムの構築で販路拡大

広島県 有限会社平田ストア 6240002049584 地元食材満載の惣菜バイキング実現に向けた改装および機器の導入

広島県 大果園 － 地元の人達へ竹原ブドウの認知度ＵＰに向けた広報活動

広島県 ＢｏｎＡｎｇｅ － 取引サロンの開拓とブランド確立のためのブラッシュアップ

広島県 株式会社亀尾書店 3240001037205 高齢者利用率Ｎｏ．１地域密着型の本屋を目指した店づくりステップ１

広島県 有限会社はと印刷 2240002051222 パッケージ・ラベル印刷分野での新規顧客獲得計画

広島県 ＣＵＢＩＳ　Ｐｒｏｊｅｃｔ － 知財研修用ボードゲームの開発及びこれを使った研修の販路拡大

広島県 株式会社Ｍ＆Ｒ 6240001045774 地元住民に認知され、ペットを安心して任せることができる店舗に

広島県 ますかわ花店 － チラシとホームページで「花のある生活」を提案する販路拡大事業

広島県 デスクワークラボ － 業務効率化の潜在的ニーズを掘り起こす事例紹介チラシ作成

広島県 らくだ厨房 － スポーツイベントやドリンクサービスの充実で集客アップ

広島県 ｌａ　ｆｏｒｇｅｒｏｎｅ － ホームページの再構築による個人ブランドの確立と販路拡大
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広島県 株式会社大福 2240001047304 情報発信で認知度向上＆事業サービスの理解を深め売上ＵＰ！

山口県 株式会社イリイチ食品 8250001005115 調味液封入方式の明太子による首都圏を中心とした販路開拓

山口県 広島お好み焼き　弘々家 － 地域に愛されるお好み焼き店の集客力アップ作戦

山口県 髪きりむし － オリジナルヘアケアアイテムの商品化による販路開拓

山口県 有限会社マテリアル風船・遊 9250002007282 バルーン専門店のイベント実施体制強化による販売促進

山口県 白松そろばん教室 － フラッシュ暗算を導入した効果的な珠算・暗算授業の実施による販路開拓

山口県 坂井工務店 － 建築技術、設備の良さを活かし、隣接都市へエリア拡大を行う販路開拓

山口県 有限会社クレアツーワン 3250002000532 無添加のごまふりかけの開発と英語、中国語のパンフレット作成

山口県 アロマ空間デザイン株式会社 7250001013754 ターゲットを絞った広報戦略と新商品開発による新規顧客獲得

山口県 有限会社三平 5250002000605 ワインを活用した顧客育成体制の整備による販路拡大

山口県 村上洋傘店 － 新規客獲得と顧客満足度向上を目指した店舗改装と販路開拓事業

山口県 じゃらんじゃらん － インターネット販売事業及び海外販路開拓事業

山口県 ムーン薬局 － ＬＩＮＥ＠と心地よい空間で寄り添い型の新しい薬局へ

山口県 有限会社ほうふ外郎本舗 5250002003450 地域の魅力を体感！「体験型観光」に向けた外郎づくり工房の展開

山口県 有限会社溝上企画 5011502012808 新たなとんぼ玉商品開発とホームページ作成による販路開拓事業

山口県 ＣＯＦＦＥＥ　ＣＩＴ　コーヒー　シティー － ＰＲのための施策、販路開拓・販路維持

山口県 自家焙煎コーヒー＆喫茶　オリエンタル － オリエンタル　スペシャルティコーヒーパックの開発による外販売上の拡大

山口県 有限会社ほうえい堂 3250002015927 新商品開発により、新しいワサビの用途を創造する

山口県 松原事務所 － ホームページによる社会保険労務士業務の販路開拓と業務効率化

山口県 こまめ小町 － 伝統的製法で商品知名度をアップし販路開拓による売上向上

山口県 株式会社水建 6250001013210 新たな営業拠点発「人×ｅｃｏ　ｐｒｏｊｅｃｔ」事業による販路拡大

山口県 有限会社たけなか 2250002013238 国内初！夏みかんオイル（リモネン）の商品開発で新分野に挑戦

山口県 佐々木書店 － 市外や県内外からの来客数を増加させ新規顧客を開拓する

山口県 永山酒造合名会社 8250003000320 山猿マーク入り販売促進アイテム作成によるイベント効果の向上

山口県 株式会社ヨシカワ 4250001010812 会社パンフレットとホームページ作成による販路開拓

山口県 株式会社光ギフトセンター 4250001010300 高齢者や女性に優しい店作りによる顧客満足度向上による販路開拓

山口県 有限会社山口ケーエフミート 4250002006982 洗面所の改修によるイメージアップで高齢者顧客の来店を促進

山口県 有限会社ナカイ 3250002016727 真の快適視生活を追求するメガネと技術サービスの提供

山口県 お好み焼　やすきゅう － “宅配サービス強化による　お好み焼　販路開拓”
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